
 

 

１．科目名（単位数） マーケティング論 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP2133 

２．授業担当教員 垰本 一雄 

４．授業形態 講義・演習・ディスカッション形式の授業を行います ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
本科目履修後に、「経営戦略論」を引き続き履修することが望ましい。 

７．講義概要 
企業は自社の標的市場を確定し、市場需要の創造・開拓・拡大を図るために製品政策、価格政策、チャ

ネル政策、プロモーション政策を展開していることを学ぶ。 

８．学習目標 

１．マーケティング戦略の体系を理解する 

２．マーケティングリサーチの役割りを理解する 

３．４Ｐ（product,price,promotion,place）について理解する 

４．企業の社会的責任について理解する 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

（１）小レポート： マクドナルドとモスバーガーのターゲット顧客層の違いについて、調べてまとめる。 

（２）中間レポート： カサノバCEOが、2014年頃の不祥事で、地に落ちた日本マクドナルドのイメージを
復活させるために、どのような手を打ったのか。調査してまとめる。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
和田充夫・恩蔵直人・三浦俊彦著『マーケティング戦略［第 5版］』有斐閣、2016。 

【参考書】 
  村松潤一編著『価値共創とマーケティング』同文舘出版、2015。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．マーケティング戦略の体系について学び、説明できるようになる。 

２．マーケティングリサーチと４Ｐについて、説明できるようになる。 

３．企業の社会的責任について、自ら考えレポート等のまとめ発表できるようになる。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、期末試験・レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加      ２０％ 

２ 小レポート・中間レポート  ３０％ 

３ 期末試験・レポート     ５０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

非営利団体である社会福祉組織の経営においても、利用者に対してどのようにマーケティングの観点から
接するのを考えて戦略を構築し実行することが、とても重要になります。教員はビジネスの世界でも研究
者としても、マーケティングを活動の中心テーマとしてきました。その経験もふまえて、できるだけ現実

的で分かりやすい授業を心がけます。皆さんの将来の現場で役に立つマーケティングの基礎知識を身に付
けることができますので、色々な事例に触れつつ理解を深めてください。 

13．オフィスアワー 授業中に指示します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 マーケティングとは何か 
事前学習 

シラバスの内容を基に、学習内容の全体像をあらかじ
め理解しておく。 

事後学習 序章・第 1勝を読んで、学習内容を復習しまとめる。 

第２回 事業領域とターゲット市場の選択 

事前学習 
第 2章・第 3勝を読んで、学習内容についてあらかじ
め理解しておく。 

事後学習 
マクドナルドとモスバーガーのターゲット顧客層の違

いを分析して、小レポートとしてまとめる。 

第３回 市場分析 

事前学習 
第 4章を読んで、学習内容についてあらかじめ理解し
ておく。 

事後学習 市場調査の手法について、まとめて理解を深めておく。 

第４回 消費者行動調査 

事前学習 
第 5章を読んで、学習内容についてあらかじめ理解し
ておく。 

事後学習 
自分の消費者としての行動を考察して、学習内容を当

てはめて、整理してまとめる。 

第５回 競争分析 

事前学習 
第 6章を読んで、学祝内容についてあらかじめ理解し

ておく。 

事後学習 
新しい競争の展開方法としての OEM について、トヨ

タ自動車の事例などをみてまとめる。 

第６回 製品（Product） 

事前学習 
第 8章を読んで、学祝内容についてあらかじめ理解し
ておく。 

事後学習 
マーケティングの 4p の内の Product について、学習

内容を基に、その要素について整理しまとめる。 

第７回 価格（Price） 

事前学習 
第 9章を読んで、学祝内容についてあらかじめ理解し
ておく。 

事後学習 学習した損益分岐点分析について、まとめる。 



 

 

第８回 コミュニケーション（Promotion） 

事前学習 
第 10 章を読んで、学祝内容についてあらかじめ理解
しておく。 

事後学習 
興味のある企業について、そのコミュニケーション戦

略について、調べてまとめる。 

第９回 流通チャネル（Place） 

事前学習 
第 11 章を読んで、学祝内容についてあらかじめ理解
しておく。 

事後学習 
しまむらとユニクロなど色々な企業の流通チャネルに

おける方針の違いについて、調べてまとめる。 

第１０回 中間まとめ 

事前学習 
ここまでの学習内容をレビューして、理解が不足して
いる部分について教員に質問できるようにする。 

事後学習 

マクドナルドのカサノバ CEO が 2014 年の不祥事から

復活するためにどのような手を打ったのか、調べてマ

ーケティングの観点からまとめて、中間レポートとし

て提出する。 

第１１回 伝統的なサービス・マーケティング理論 

事前学習 
第 13章を読んで、サービス・マーケティングについて
あらかじめ理解しておく。 

事後学習 
伝統的なサービス・マーケティング理論の概要を整理

しまとめる。 

第１２回 サービス・ロジックとマーケティング研究 

事前学習 
前回の課題を基に、新しいサービスの捉え方を考えて
みる。 

事後学習 
価値共創概念について、ディズニーの事例などの学習

内容を基に、その概要を整理しまとめる。 

第１３回 価値共創型企業システムとマーケティング 

事前学習 
前回の学習内容を基に、新しいマーケティング理論の

必要性を考えてみる。 

事後学習 
価値共創型企業システムについて、天草エアラインな

ど学習内容を基に、その概要を整理しまとめる。 

第１４回 ソーシャル・マーケティング 

事前学習 
第 14 章を読んで、学習内容についてあらかじめ理解
しておく。 

事後学習 
企業の社会的責任と社会貢献について、学習内容を基
に、その概要を整理しまとめる。 

第１５回 総まとめ 

事前学習 
ここまでの学習内容をレビューして、理解が不十分で
あった部分を抽出し教員に質問できるようにする。 

事後学習 
期末試験に向けて、今回の学習内容を基にレビューの

予定を立て、実行する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） マーケティング論 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP2133 

２．授業担当教員 田中 正秀 

４．授業形態 講義・演習・ディスカッション形式の授業を行います ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
本科目履修後に、「経営戦略論」を引き続き履修することが望ましい。 

７．講義概要 
企業は自社の標的市場を確定し、市場需要の創造・開拓・拡大を図るために製品政策、価格政策、チャネ

ル政策、プロモーション政策を展開していることを学ぶ。 

８．学習目標 

１．マーケティング戦略の体系を理解する 

２．マーケティングリサーチの役割りを理解する 

３．４Ｐ（product,price,promotion,place）について理解する 

４．企業の社会的責任について理解する 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

（１）マクドナルドのマーケティング戦略について考える。 

（２）自社の売り上げの一部を寄付している会社、地域貢献をしている会社の活動内容を調べてみる。 
（３）身近な社会福祉法人の特徴について調べてみる。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】野上真一『マーケティング用語図鑑』新星出版社 
【参考書】 なし 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．マーケティング戦略の体系について学び、説明できるようになる。 

２．マーケティングリサーチと４Ｐについて、説明できるようになる。 

３．企業の社会的責任について、自ら考えレポート等のまとめ発表できるようになる。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、期末試験・レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加      ２０％ 

２ 小レポート・中間レポート  ３０％ 

３ 期末試験・レポート     ５０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

本学の基本方針として学生個人の思考力、創造力、問題解決能力を育成することを目的としている。受講
生は、下記のことを守ること。 

①授業には欠席、遅刻、早退はしないこと（欠席、遅刻、早退の場合は、その理由を書面にて提出のこと）。 
②授業中理解できなかったことは、そのまま放っておかず質問すること。 
③授業中は私語、居眠りをしないこと。また、携帯電話のスイッチは切っておくこと。 

④授業中は緊張感と集中力を保ち、積極的な態度で授業に参加すること。 
⑤課題の提出期限を厳守すること。 

13．オフィスアワー 第 1回の授業時に伝える。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 第１章 マーケティングの概念と役割 

事前学習 
企業経営におけるマーケティング役割につ
いてまとめること。 

事後学習 
マーケティング重視の背景と適用の拡大に

ついてまとめること。 

第２回 
第２章 マーケティング戦略：マネジリアルマーケティ

ングの成立経過と展開 

事前学習 
マネジリアルマーケティングの成立経過に

ついて読みまとめること。 

事後学習 
マーケティング戦略の展開についてまとめ

ること。 

第３回 第２章 マーケティング戦略：マーケティングミックス 

事前学習 
製品、場所、プロモーション、価格について
まとめること。 

事後学習 競争対応を読みまとめること。 

第４回 第３章 製品情報 

事前学習 製品の意義と分類についてまとめること。 

事後学習 
サービスマーケティングについてまとめる

こと。 

第５回 
第４章 ブランド情報：第１節ブランドの定義、第２節

ブランド商標、製品開発とブランド構築 

事前学習 
ブランドの定義と役割についてまとめるこ

と。 

事後学習 
製品開発とブランド構築の関係についてま

とめること。 

第６回 第４章 ブランド情報：ブランドエクイティ 
事前学習 

ブランドエクイティの概要についてまとめ
ること。 

事後学習 ブランド戦略についてまとめること。 

第７回 第５章 価格情報 

事前学習 
価格決定の基本的な方法についてまとめる
こと。 

事後学習 価格政策についてまとめること。 



 

 

第８回 第６章 チャネル情報 

事前学習 チャネル役割についてまとめること。 

事後学習 チャネル政策についてまとめること。 

第９回 第７章 プロモーション情報 

事前学習 
広告・パブリシティ・広報の意味についてま
とめること。 

事後学習 広告の機能と種類についてまとめること。 

第１０回 第８章 マーケティング情報 

事前学習 
マーケティング情報システムについてまと
めること。 

事後学習 
マーケティングリサーチの研究系譜につい

てまとめること。 

第１１回 第９章 マーケティングリサーチの役割 

事前学習 
マーケティングリサーチの範囲についてま
とめること。 

事後学習 
マーケティングリサーチの役割についてま

とめること。 

第１２回 
第１０章 マーケティングリサーチの範囲 
第１１章 マーケティングリサーチの方法 

事前学習 
マーケティングリサーチの範囲についてま

とめること。 

事後学習 
マーケティングリサーチの方法についてま

とめること。 

第１３回 
第１２章 調査票の設計 
第１３章  標本調査 

事前学習 質問文の注意点についてまとめること。 

事後学習 標本数の決め方についてまとめること。 

第１４回 
第１４章 データ分析と調査結果の報告、 
第１５章 マーケティング課題と展望 

事前学習 データ分析の要点についてまとめること。 

事後学習 
調査結果の報告書の注意点についてまとめ
ること。 

第１５回 補論１ コーズリレーテッドマーケティング 

事前学習 
コーズリレーテッドマーケティングについ
てまとめること。 

事後学習 
コーズリレーテッドマーケティングの課題

についてまとめること。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） マーケティング論 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP2133 

２．授業担当教員 谷口 彰一 

４．授業形態 講義・演習・ディスカッション形式の授業を行います ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
本科目履修後に、「経営戦略論」を引き続き履修することが望ましい。 

７．講義概要 
企業は自社の標的市場を確定し、市場需要の創造・開拓・拡大を図るために製品政策、価格政策、チャネ

ル政策、プロモーション政策を展開していることを学ぶ。 

８．学習目標 

１．マーケティング戦略の体系を理解する 

２．マーケティングリサーチの役割りを理解する 

３．４Ｐ（product,price,promotion,place）について理解する 

４．企業の社会的責任について理解する 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

（１）自社の売り上げの一部を寄付している会社、地域貢献をしている会社の活動内容を調べてみる。 

（２）身近な社会福祉法人の特徴について調べてみる。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
野口智雄著『マーケティングの基本』日本経済新聞社、2017。 

【参考書】 

  西田安慶・城田吉孝 編著『マーケティング戦略論第 2版』学文社、2019。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．マーケティング戦略の体系について学び、説明できるようになる。 

２．マーケティングリサーチと４Ｐについて、説明できるようになる。 

３．企業の社会的責任について、自ら考えレポート等のまとめ発表できるようになる。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、期末試験・レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加      ２０％ 

２ 小レポート・中間レポート  ３０％ 

３ 期末試験・レポート     ５０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

本学の基本方針として学生個人の思考力、創造力、問題解決能力を育成することを目的としている。受講

生は、下記のことを守ること。 
①授業には欠席、遅刻、早退はしないこと（欠席、遅刻、早退の場合は、その理由を書面にて提出のこと）。 
②授業中理解できなかったことは、そのまま放っておかず質問すること。 

③授業中は私語、居眠りをしないこと。また、携帯電話のスイッチは切っておくこと。 
④授業中は緊張感と集中力を保ち、積極的な態度で授業に参加すること。 
⑤課題の提出期限を厳守すること。 

13．オフィスアワー 授業内（初回授業）で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
ガイダンス 

（マーケティングとは） 

事前学習 マーケティングとは何か考える。 

事後学習 マーケティングの定義について理解する。 

第２回 
マーケティングの考え方（１） 
（マーケティングコンセプト、顧客志向） 

事前学習 顧客志向について読みまとめること。 

事後学習 
マーケティングコンセプトについてまとめ

ること。 

第３回 

マーケティングの考え方（２） 
（ソーシャルマーケティング、マーケティングミック
ス、マーケティング計画） 

事前学習 
マーケティングミックスについてまとめる
こと。 

事後学習 主なマーケティングの手段をまとめること。 

第４回 

ディスカッション 
（ソーシャルマーケティングに関するディスカッショ

ン） 

事前学習 企業の社会的責任について考える。 

事後学習 
非営利組織のマーケティング戦略について

まとめる。 

第５回 

市場のつかみ方（１） 

（マーケット・セグメンテーション、市場ポジショニン
グ、ターゲット・マーケティング） 

事前学習 企業活動の影響要因についてまとめる。 

事後学習 対象市場の明確化についてまとめる。 

第６回 

市場のつかみ方（２） 
（マーケティングリサーチ、エリアマーケティング、グ
ローバルマーケティング、SNSマーケティング） 

事前学習 
マーケットリサーチとマーケティングリサ
ーチの違いを考える。 

事後学習 ビッグデータの構造についてまとめること。 

第７回 
ディスカッション 
（SNSマーケティングに関するディスカッション） 

事前学習 SNSとは何かについてまとめること。 

事後学習 
ネットコミュニティーを活用した市場創造

活動についてまとめること。 

第８回 
製品管理の方法（１） 

（新製品開発プロセス、製品計画、計画的陳腐化） 

事前学習 製品を構成する要素についてまとめること。 

事後学習 製品の買い替え需要についてまとめること。 

第９回 
製品管理の方法（２） 
（製品ポートフォリオ、ブランディング、サービス商品） 

事前学習 
製品ポートフォリオの意味についてまとめ

ること。 

事後学習 ブランドの機能についてまとめること。 

第１０回 
価格の設定方法 

（心理的価格設定、プライス・リーダー、リベート） 

事前学習 製品の価値についてまとめること。 

事後学習 
市場浸透価格と上層吸引価格の違いについ

てまとめること。 



 

 

第１１回 
チャネルの構築方法（１） 
（チャネルの構築規準、類型、SCM） 

事前学習 
製品の流通経路とは何か考え、まとめるこ
と。 

事後学習 
供給システムの全体最適についてまとめる

こと。 

第１２回 
チャネルの構築方法（２） 
（卸売機能原理、POS・EOS、ダイレクトマーケティング） 

事前学習 卸売業の働きについてまとめること。 

事後学習 
個人データに基づく市場創造についてまと

めること。 

第１３回 

コミュニケーションの実施方法（１） 

（プッシュ戦略・プル戦略、CRM、広告機能、購買決定
モデル） 

事前学習 
マーケティング・コミュニケーションについ
て調べてみること。 

事後学習 
プッシュ戦略とプル戦略のプロセスを比較

しまとめること。 

第１４回 
コミュニケーションの実施方法（２） 
（マスメディア・ミックス、セールスプロモーション） 

事前学習 マスメディアについてまとめること。 

事後学習 
マスメディア・ミックスについてまとめるこ

と。 

第１５回 マーケティングの今日的戦略論 

事前学習 
現代のマーケティング戦略についてまとめ
る。 

事後学習 
ディスカッションで示されたマーケティン

グ戦略について理解する。 

期末試験 

 



 

１．科目名（単位数） マルチメディアと学習環境 （2 単位） 

３．科目番号 EDIT3335 

２．授業担当教員 中園 長新 

４．授業形態 講義および演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 
マルチメディアの教育利用について、教科書に基づいて過去の実例から学ぶ。また、コンピュータを利用

したデジタル教材作成の演習を通して、マルチメディアと学習環境について理解を深める。 

８．学習目標 
情報化社会における学習環境について学び、マルチメディアに関わる最新技術や学習システムなどについ

て深く理解し、活用することを目標とする。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

マルチメディアを活用した学習環境の事例を収集し、その中から興味を持ったものを選択して分析・考察を

行う。調査の成果はレポートにまとめ、発表会で発表・ディスカッションを行う。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

高橋純・寺嶋浩介編著『初等中等教育における ICT 活用（教育工学選書Ⅱ 9）』ミネルヴァ書房、2018。 

その他、授業内で資料等を配付する。 

【参考書】 

近藤勲・堀田龍也・野中陽一・黒上晴夫『教育メディアの開発と活用（教育工学選書 7）』ミネルヴァ書房、

2015。 

原田恵理子・森山賢一編著『ICT を活用した新しい学校教育』北樹出版、2015。 

日本教育方法学会編『デジタルメディア時代の教育方法』図書文化、2011。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．授業で扱うマルチメディアの教育活用に関する内容について理解しているか。 

２．分かりやすい表現方法や明瞭かつ論理的な文章で、自分の考えを述べられるか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１．授業への積極的参加、受講態度 30％ 

２．授業ごとに課されるレポートや課題 70％ 

12．受講生への 

メッセージ 

科目名に含まれる「マルチメディア」や「学習環境」という言葉はそれぞれ広い概念を指すものであり、文

脈によっては異なる言葉で表記されることも多い。しかし、本科目を学ぶ上ではそのような細かい違いはあ

えて考慮せず、類似する概念も含めて幅広い視野で考察する。 

教科書の全 9章のうち、第 1章については教員による解説に基づいた講義や議論を行う。第 2～9章について

は、受講生ごとにテーマ（章）を割り当て、発表レジュメをまとめて授業で発表およびディスカッションを

行う。レジュメについては教科書の内容を土台としつつ、その他の様々な資料を組み合わせた深みのあるも

のを求めるので、単に教科書の内容を要約しただけのものや、ネット上の情報をコピペ（コピー＆ペースト）

しただけのものでは不十分である。メディアと社会の関係についての前提知識がない受講生にも理解しやす

い発表を目指し、教科書の内容の前提となる基礎知識についても丁寧に解説してほしい。 

期末レポートでは、自分が発表を担当した章以外のテーマについて意見を述べなければならないので、毎回

の授業におけるディスカッションに積極的に参加することが、期末レポートの質を向上させる近道でもある。

自分の担当回以外の授業についても、熱意を持って積極的に参加すること。 

教科書等は学生の理解度に合わせたものを選定しているが、専門知識を学ぶ科目であるため、専門用語等が

多く含まれる。本科目を履修する受講生の国籍等は不問だが、自ら用語等を調べ、理解することができる学

習意欲と日本語能力が求められる。 

13．オフィスアワー 

授業内（初回授業）で周知する。オフィスアワー以外の時間帯であっても対応可能である場合は随時受け付

ける（原則として要予約）。 

メールによる相談等も随時受け付ける。メールアドレスも授業内（初回授業）で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

イントロダクション 

我が国における ICT 系譜 (1) 

1990 年代までの系譜 

事前学習 

「マルチメディアと学習環境」という科目名

を聞いて、あるいはこのシラバスを読んで感

じたことを整理しておく。 

教科書の第 1 章を、前半部分を中心に読んで

おく。 

事後学習 

「マルチメディア」や「学習環境」、「ICT」

というキーワード、ならびにそれらに類似す

る概念について、それぞれ説明できるように

なる。 

第２回 
我が国における ICT 系譜 (2) 

2000 年代以降の系譜 

事前学習 教科書の第 1 章を再読しておく。 

事後学習 
我が国における ICT の系譜について、自分な

りに年表等で整理する。 

第３回 ICT 活用の分類 

事前学習 教科書の第 2 章を読んでおく。 

事後学習 

発表者：ディスカッションをもとに、自分の

発表レジュメを改善する。 

参加者：発表とディスカッションをもとに、

自分の言葉でテーマについてまとめる。 



 

第４回 教員による ICT 活用 

事前学習 教科書の第 3 章を読んでおく。 

事後学習 

発表者：ディスカッションをもとに、自分の

発表レジュメを改善する。 

参加者：発表とディスカッションをもとに、

自分の言葉でテーマについてまとめる。 

第５回 児童生徒による ICT 活用 

事前学習 教科書の第 4 章を読んでおく。 

事後学習 

発表者：ディスカッションをもとに、自分の

発表レジュメを改善する。 

参加者：発表とディスカッションをもとに、

自分の言葉でテーマについてまとめる。 

第６回 ICT 活用の効果 

事前学習 教科書の第 5 章を読んでおく。 

事後学習 

発表者：ディスカッションをもとに、自分の

発表レジュメを改善する。 

参加者：発表とディスカッションをもとに、

自分の言葉でテーマについてまとめる。 

第７回 
ディスカッション：マルチメディアや ICT を活用した

学習環境の在り方 

事前学習 
教科書の第 1 章～第 5 章を再読し、どのよう

なことを学んできたか復習しておく。 

事後学習 

ディスカッションの内容を元に、これまでの

学習内容を再復習し、第 6 章以降に対する学

習姿勢を見直す。 

第８回 教員養成や教員研修における ICT 活用指導力の向上 

事前学習 教科書の第 6 章を読んでおく。 

事後学習 

発表者：ディスカッションをもとに、自分の

発表レジュメを改善する。 

参加者：発表とディスカッションをもとに、

自分の言葉でテーマについてまとめる。 

第９回 学校や教室における ICT 環境整備 

事前学習 教科書の第 7 章を読んでおく。 

事後学習 

発表者：ディスカッションをもとに、自分の

発表レジュメを改善する。 

参加者：発表とディスカッションをもとに、

自分の言葉でテーマについてまとめる。 

第１０回 諸外国における ICT 活用の動向 

事前学習 教科書の第 8 章を読んでおく。 

事後学習 

発表者：ディスカッションをもとに、自分の

発表レジュメを改善する。 

参加者：発表とディスカッションをもとに、

自分の言葉でテーマについてまとめる。 

第１１回 ICT 活用の展望 

事前学習 教科書の第 9 章を読んでおく。 

事後学習 

発表者：ディスカッションをもとに、自分の

発表レジュメを改善する。 

参加者：発表とディスカッションをもとに、

自分の言葉でテーマについてまとめる。 

第１２回 
マルチメディアを活用した学習環境の事例分析 (1) 

事例の収集と分析対象の検討 

事前学習 
教科書全体を再読し、特に興味を持ったテー

マについての情報等を収集しておく。 

事後学習 
分析対象についての情報収集を継続的に実

施する。 

第１３回 
マルチメディアを活用した学習環境の事例分析 (2) 

事例の分析 

事前学習 
レポート作成に必要な参考文献等を収集し、

読んでおく。 

事後学習 
調査レポートに必要な情報を整理し、不足す

るものがあれば追加収集する。 

第１４回 
マルチメディアを活用した学習環境の事例分析 (3) 

事例についての調査レポート作成 

事前学習 
レポート作成に必要な参考文献等を収集し、

読んでおく。 

事後学習 調査レポートを完成させ、提出する。 

第１５回 
まとめ 

これからの学習環境とマルチメディア 

事前学習 
これまでの学習内容を振り返り、復習してお

く。教科書を改めて通読しておく。 

事後学習 

学習環境の変化とマルチメディアの関係に

ついて、本科目の学習内容を踏まえて自分な

りの考えを持つ。 

 



 

 

１．科目名（単位数） マルチメディア表現Ⅱ （2 単位） 

３．科目番号 EDIT2333 

２．授業担当教員 中園 長新 

４．授業形態 講義および演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「マルチメディア表現Ⅰ」の単位を修得した後に履修することが望ましい。 

７．講義概要 

マルチメディア表現 I では、音声・楽音及び 2 次元静止画像について学んだが、それらの基礎技術を基に

して、本講義では、動画像及び 3 次元コンピュータグラフィックス（CG）について学ぶ。先ず動画像に関し

ては、2 次元動画像の表現法、圧縮法、及び編集法について学ぶ。つづいて 3 次元 CG に関しては、3 次元物

体の表現法及び、3 次元 CG 作成の原理について学ぶ。そして、マルチメディア表現 I、Ⅱで学んできた個別

の要素技術を総動員して、具体的に 3次元 CGを作成する。 

８．学習目標 

１．2次元動画像の表現法、圧縮法、及び編集法について学ぶ。 

２．3次元物体の表現法及び、3次元CG作成の原理について学ぶ。 

３．マルチメディア表現I、Ⅱで学んできた個別の要素技術を総動員して3次元CGを作成する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１． 自分で定めたテーマに沿って2次元動画像作品を作成する。 

２． 自分で定めたテーマに沿って3次元CGモデルを作成し、そのCGをキャラクター等として取り入れた4コマ
マンガ作品を作成する。 

いずれの作品についても鑑賞会で発表し、受講生同士で相互評価を行う。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
今井崇雅『ファーストステップ マルチメディア』近代科学社、2017。 
原田大輔『新メタセコイアからはじめよう！』技術評論社、2009。 

その他、授業内で資料等を配付する。 

【参考書】 

眉村雅人『基礎からの MPEG：ビデオフォーマットの仕組みを徹底解説！」工学社、2013。 

インターフェース編集部『ディジタル画像技術事典 200：動画/静止画/加工/認識/圧縮/伝送/表示/ライブラ

リ/評価/レンズ…』CQ出版、2015。 

大河原浩一『初心者のためのメタセコイア 4クイックリファレンス』ビー・エヌ・エヌ新社、2015。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．2 次元動画像の表現法、圧縮法、及び編集法について、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．3 次元物体の表現法及び、3 次元 CG 作成の原理について、基本的事項を理解し、説明できるか。 

３．自分なりの 3 次元 CG 作品を作成できるか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１．平常点(授業への積極的な参加・小テスト・レポート等) 50％ 

２．最終考課(テストもしくは最終課題) 50％ 

12．受講生への 

メッセージ 

「マルチメディア表現Ⅰ」では音声信号と 2次元静止画像の処理について学んだが、「Ⅱ」ではその発展とし

て、2次元動画像や 3次元画像（3次元 CG）を扱う。 

動画や CGは今や様々な場面で目にするようになった。それらがどのような理論で成り立っており、どのよう

にすれば作成できるのか、理論と演習の両面から学んでいく。素材をただ加工して楽しむだけでなく、その

背後にある技術についても深く理解することを目指す科目である。 

最終考課は期末試験ではなく、授業内で作成し鑑賞会で相互評価する課題を複数課す。各課題の合計点を最

終考課の得点として扱う。 

より深い学びを実現するため、受講生の状況に応じて講義内容・順序を変更する場合がある。 

授業の教材や課題等は学生の理解度に合わせたものを準備しているが、専門知識を学ぶ科目であるため、専

門用語等が多く含まれる。本科目を履修する受講生の国籍等は不問だが、自ら用語等を調べ、理解すること
ができる学習意欲と日本語能力が求められる。 

13．オフィスアワー 

授業内（初回授業）で周知する。オフィスアワー以外の時間帯であっても対応可能である場合は随時受け付
ける（原則として要予約）。 
メールによる相談等も随時受け付ける。メールアドレスも授業内（初回授業）で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

イントロダクション 
マルチメディアとは何か 

音声信号と 2次元静止画像の処理に関する復習 

事前学習 
「マルチメディア表現Ⅰ」で学んだ内容を思
いだし、どのようなことを学び、演習したか
復習しておく。 

事後学習 
音声信号と 2次元静止画像の処理について説

明できるようになる。 

第２回 

2次元動画像処理の基礎(1) 
2次元動画像の表現法、圧縮法 
MPEGの基礎 

事前学習 
動画像を扱うためのファイル形式にはどの
ような種類があるか調べておく。特に MPEG
についてはその種類についても調べる。 

事後学習 

授業中で学習した各種動画ファイル形式に

ついて、それぞれの特徴を説明できるように

なる。 

第３回 
2次元動画像処理の基礎(2) 
MPEG動画の使い方、「H.265」の概要 

事前学習 
教科書『ファーストステップ マルチメディ
ア』の第 5章を読んでおく。 

事後学習 

MPEG 動画の種類ごとの特徴と、H.265 等の

比較的あたらしい形式についてそれらの活

用事例について自分なりに整理する。 



 

 

第４回 
2次元動画像の作成 (1) 
動画のテーマ選定とストーリー検討 

事前学習 
自分が作成したい動画作品のテーマや、動画
全体のストーリーについてアイデアを整理
しておく。 

事後学習 
動画作品のストーリーをワークシートにま

とめる。 

第５回 
2次元動画像の作成 (2) 
動画素材の撮影 

事前学習 
作品の素材としてどのような動画を撮影す
ればよいか検討し、撮影に必要な機材や小道
具等を準備しておく。 

事後学習 
作品作成のために必要な動画がそろってい

ない場合は、追加で撮影する。 

第６回 
2次元動画像の作成 (3) 
動画ファイルの編集 

事前学習 
動画編集ソフトウェアの利用方法を確認し
ておく。 

事後学習 
動画ファイルの編集を継続し、作品を完成さ

せる。 

第７回 
2次元動画像の作成 (4) 
動画作品の鑑賞会と相互評価 

事前学習 
作品鑑賞会に向けて、作品や発表の最終確認

をする。 

事後学習 
相互評価を元に、自分の動画作品の改良点に

ついて考察し、実際に改良する。 

第８回 
3次元 CGを活用したマンガ作品の作成 (1) 

マンガ作成ソフトウェアの使い方 

事前学習 

近年のマンガ作品で活用されている作成用
ソフトウェアにはどのようなものがあるか

調べておく（有料の製品も多いため、使用は
しなくてよい）。 

事後学習 

授業で体験したマンガ作成ソフトウェアを

自分のパソコンにもインストールし、使い方

を復習する。 

第９回 
3次元 CGを活用したマンガ作品の作成 (2) 
マンガ作品（練習課題）の作成 

事前学習 
マンガ作品（練習課題）として作成したいテ
ーマを考えておく。 

事後学習 

自分のパソコンでいろいろな作品を試作し、

3 次元 CG を活用したマンガ作品の可能性に

ついて検討する。 

第１０回 
3次元 CGのモデリング演習(1) 

3次元 CGモデリングソフトウェアの使い方 

事前学習 
3次元 CGモデリングの基礎について、自分な
りに書籍やインターネット等を使って予習
しておく。 

事後学習 

授業で体験した 3 次元 CG モデリングソフト

ウェアを自分のパソコンにもインストール

し、使い方を復習する。 

第１１回 
3次元 CGのモデリング演習(2) 
3次元 CGモデルのテーマ選定と作成の開始 

事前学習 
3次元CGモデルとして作成したいテーマを考
えておく。 

事後学習 

自分の作品を完成させるために不足してい

る知識やスキルがあれば、自分で調べて習得

する。 

第１２回 
3次元 CGのモデリング演習(3) 

3次元 CGモデルの作成 

事前学習 
自分が作成する 3 次元 CG モデルを作成する
ために必要なスキルについて確認しておく。 

事後学習 
3 次元 CG モデルの編集を継続し、作品を完

成させる。 

第１３回 
3次元 CGのモデリング演習(4) 
3次元 CGモデル作品の鑑賞会と相互評価 

事前学習 
作品鑑賞会に向けて、作品や発表の最終確認
をする。 

事後学習 

相互評価を元に、自分の 3 次元 CG モデル作

品の改良点について考察し、実際に改良す

る。 

第１４回 
3次元 CGを活用したマンガ作品の作成 (3) 

自作 3Dモデルを使ったマンガ作品（本課題）の作成 

事前学習 
マンガ作品に自作 3D モデルを取り込む方法
について、自分で調べておく。 

事後学習 作品鑑賞会に向けて作品を完成させる。 

第１５回 

3次元 CGを活用したマンガ作品の作成 (4) 
本課題作品の鑑賞会と相互評価 
講義のまとめ 

事前学習 
作品鑑賞会に向けて、作品や発表の最終確認
をする。 

事後学習 
相互評価を元に作品を修正し、最終課題とし

て提出する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） メディア社会論 （2 単位） 

３．科目番号 EDIT2306 

２．授業担当教員 中園 長新 

４．授業形態 講義と演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

近年、若者から高齢者までの多くの人が、スマートフォンや携帯電話などのモバイル機器を使って、電話

やインターネットによる情報収集・検索などを行っている。それは、コンピュータやネットワークの技術開

発やインフラ整備により、我々の生活スタイルが大きく変わってきていることを示す一例である。本講義で

は、メディアと社会との関わりについて、具体的な社会現象や研究事例を通して考えていく。 

８．学習目標 
メディアが社会にもたらした影響やメディア技術について理解し、日常生活や今日の情報社会に応用でき

る知識を身につけることを目標とする。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

教科書の各章を割り当て、発表レジュメをまとめて授業で発表およびディスカッションを行うという、輪講
形式で授業を行う。 
期末レポートは、自分が発表を担当した章以外のテーマについて簡潔に要点を整理し、それらに対する自分

の意見を述べる形式で出題する。  

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
辻泉・南田勝也・土橋臣吾編『メディア社会論』（有斐閣ストゥディア）有斐閣、2018。 

【参考書】 
吉見俊哉『メディア文化論：メディアを学ぶ人のための 15話 改訂版』有斐閣、2012。 
春原昭彦・武市英雄『ゼミナール日本のマス・メディア 第 3版』日本評論社、2016。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

メディアが社会にもたらした影響やメディア技術について理解し、日常生活や今日の情報社会に応用できる

知識を身につけることができる。 

○評定の方法 

出席状況や授業への取り組み、課題提出、期末レポートにより総合的に評価する。 

授業参加 30％、課題 40％、期末レポート 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

教科書の全 11章のうち、第 1章については教員による解説に基づいた講義や議論を行う。第 2～11章につい
ては、受講生ごとにテーマ（章）を割り当て、発表レジュメをまとめて授業で発表およびディスカッション

を行う。レジュメについては教科書の内容を土台としつつ、その他の様々な資料を組み合わせた深みのある
ものを求めるので、単に教科書の内容を要約しただけのものや、ネット上の情報をコピペ（コピー＆ペース
ト）しただけのものでは不十分である。メディアと社会の関係についての前提知識がない受講生にも理解し

やすい発表を目指し、教科書の内容の前提となる基礎知識についても丁寧に解説してほしい。 
期末レポートでは、自分が発表を担当した章以外のテーマについて意見を述べなければならないので、毎回
の授業におけるディスカッションに積極的に参加することが、期末レポートの質を向上させる近道でもある。

自分の担当回以外の授業についても、熱意を持って積極的に参加すること。 
教科書等は学生の理解度に合わせたものを選定しているが、専門知識を学ぶ科目であるため、専門用語等が
多く含まれる。本科目を履修する受講生の国籍等は不問だが、自ら用語等を調べ、理解することができる学

習意欲と日本語能力が求められる。 

13．オフィスアワー 

授業内（初回授業）で周知する。オフィスアワー以外の時間帯であっても対応可能である場合は随時受け付

ける（原則として要予約）。 
メールによる相談等も随時受け付ける。メールアドレスも授業内（初回授業）で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

イントロダクション、発表テーマ（章）の割り当て 
メディア社会論のために (1) 
メディア「社会」論とは何か 

事前学習 
教科書の第 1章第 1節を読んでおく。余裕が

あれば第 2・3節も読んでおく。 

事後学習 

発表レジュメの書き方や発表の方法等につ

いて理解し、自分の担当章の読解、資料収集、

レジュメ作成や発表準備を開始する。 

第２回 
メディア社会論のために (2) 

変容するメディア社会／メディア「社会」論は可能か 

事前学習 
教科書の第 1 章第 1 節を再読し、第 2・3 節

を読んでおく。 

事後学習 

メディアやメディア社会論について、その定

義を自分なりの言葉でわかりやすく説明で
きるようになる。 

第３回 
調査発表・ディスカッション(1) 

ネットワーク化の来歴 

事前学習 教科書の第 2章を読んでおく。 

事後学習 

発表者：ディスカッションをもとに、自分の
発表レジュメを改善する。 

参加者：発表とディスカッションをもとに、

自分の言葉でテーマについてまとめる。 

第４回 
調査発表・ディスカッション(2) 

モバイル・デバイスの来歴 

事前学習 教科書の第 3章を読んでおく。 

事後学習 

発表者：ディスカッションをもとに、自分の
発表レジュメを改善する。 

参加者：発表とディスカッションをもとに、

自分の言葉でテーマについてまとめる。 

第５回 
調査発表・ディスカッション(3) 

コンテンツ・メディアの来歴 

事前学習 教科書の第 4章を読んでおく。 

事後学習 

発表者：ディスカッションをもとに、自分の
発表レジュメを改善する。 

参加者：発表とディスカッションをもとに、

自分の言葉でテーマについてまとめる。 



 

 

第６回 
調査発表・ディスカッション(4) 
ソーシャル・メディアの功罪 

事前学習 教科書の第 5章を読んでおく。 

事後学習 

発表者：ディスカッションをもとに、自分の
発表レジュメを改善する。 

参加者：発表とディスカッションをもとに、

自分の言葉でテーマについてまとめる。 

第７回 
調査発表・ディスカッション(5) 
デジタル・コンテンツの功罪 

事前学習 教科書の第 6章を読んでおく。 

事後学習 

発表者：ディスカッションをもとに、自分の
発表レジュメを改善する。 

参加者：発表とディスカッションをもとに、

自分の言葉でテーマについてまとめる。 

第８回 
調査発表・ディスカッション(6) 
ネット広告の功罪 

事前学習 教科書の第 7章を読んでおく。 

事後学習 

発表者：ディスカッションをもとに、自分の
発表レジュメを改善する。 

参加者：発表とディスカッションをもとに、

自分の言葉でテーマについてまとめる。 

第９回 
調査発表・ディスカッション(7) 
ユビキタス／ビッグデータの功罪 

事前学習 教科書の第 8章を読んでおく。 

事後学習 

発表者：ディスカッションをもとに、自分の
発表レジュメを改善する。 

参加者：発表とディスカッションをもとに、

自分の言葉でテーマについてまとめる。 

第１０回 
調査発表・ディスカッション(8) 
変わりゆくリアリティ 

事前学習 教科書の第 9章を読んでおく。 

事後学習 

発表者：ディスカッションをもとに、自分の
発表レジュメを改善する。 

参加者：発表とディスカッションをもとに、

自分の言葉でテーマについてまとめる。 

第１１回 
調査発表・ディスカッション(9) 
変わりゆくコンテンツ 

事前学習 教科書の第 10章を読んでおく。 

事後学習 

発表者：ディスカッションをもとに、自分の
発表レジュメを改善する。 

参加者：発表とディスカッションをもとに、

自分の言葉でテーマについてまとめる。 

第１２回 
調査発表・ディスカッション(10) 
変わりゆくテクノロジー 

事前学習 教科書の第 11章を読んでおく。 

事後学習 

発表者：ディスカッションをもとに、自分の
発表レジュメを改善する。 

参加者：発表とディスカッションをもとに、

自分の言葉でテーマについてまとめる。 

第１３回 ディスカッション：これからのメディア社会 

事前学習 
教科書全体を再読し、これまでの学習内容を
復習しておく。 

事後学習 
ディスカッションの内容を踏まえて、自分な

りの「メディア社会論」を考える。 

第１４回 

メディア社会論のまとめ 
興味を持ったトピックについての発展学習 (1) 

テーマの選定と資料収集・分析 

事前学習 
教科書全体を再読し、特に興味を持ったテー

マについての情報等を収集しておく。 

事後学習 
選択したテーマについてのレポート作成を

継続する。 

第１５回 

授業のまとめ 
興味を持ったトピックについての発展学習 (2) 
レポートの完成と提出 

事前学習 
レポート作成に必要な参考文献等を収集し、
読んでおく。 

事後学習 
選択したテーマについてのレポートを完成

させ、期末レポートとして提出する。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
免疫学概論 （2 単位） 

３．科目番号 EDHE2318 

２．授業担当教員 根岸 祥子 

４．授業形態 講義、ディスカッション、ならびに課題発表 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 免疫系は、いろいろな細胞がさまざまな手段を駆使して働いている生体防御のための複雑なシステムであ

る。微生物や寄生虫などの感染に対して、抵抗力と防御力を与えるのが免疫系である。感染性の病原体に対

する免疫系の対応は、生存のために必須のものであり、生得的なシステムと、後天的に獲得されるものがあ

る。 

 本授業では、免疫系の基本的システム、免疫系と健康、免疫異常と病気について学び、生体防御システム

の知識を深める。 

８．学習目標 

以下について学び、説明できるようになることを学習目標とする。 

１．免疫とは何かについて学ぶ。 

２．免疫系がどのようにはたらくのか学ぶ。 

３．免疫系の反応について学ぶ。 

４．免疫系の異常と疾病について学ぶ。 

５．免疫系に影響を及ぼす因子について学ぶ。 

６．正常な免疫系を維持する要素について学ぶ。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．免疫現象について、例を示しながら、400字以内にまとめなさい。第2回講義の終了1週後に提出すること。 

２．IgM、IgGとS-IgAに特徴的な生物学的性状及びそれらの機能について800字以内にまとめなさい。第8回講

義の終了1週後に提出すること。 

３．ウイルス及び毒素に対する中和抗体の作用機序について400字以内にまとめなさい。第11回講義の終了1

週後に提出すること。 

４．Ｉ型アレルギーの発現機序及び代表的なアレルゲンである花粉、食物ならびに昆虫毒について500字以内

にまとめなさい。第13回講義の終了１週後に提出すること。 

  （レポートはＡ４サイズの用紙に横書きとすること。これらを討議にも用いる。） 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】鈴木隆二 著『カラー図解 免疫学の基本がわかる事典 第１版』西東社、2015。 

【参考書】山元 弘 編『ベーシック薬学教科書シリーズ 10 免疫学 第 2版』化学同人、2017。 

          齋藤 紀先著『休み時間の免疫学』第 3版 講談社、2019。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

 １．免疫の基本である自己と非自己について理解しているか。 

２．生体の防御システムについて、理解しているか。 

○評定の方法 

 １．授業への積極的参加（授業態度、発言）      30％ 

 ２．課題レポート・発表               30％ 

 ３．期末試験                    40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

１．最高学府の学生に相応しい主体的な学習活動を実践されるよう期待します。 

２．講義中に質問の機会をもうけますので、不明な点があれば講義の中で質問をして理解することに努めて

ください。 

３．講義中の私語及び携帯電話・スマートフォン等の使用は禁止します。 

４．レポートは簡潔にまとめ、必ず〆切までに提出してください。 

13．オフィスアワー 別途通知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 免疫(学)の歴史と概要 

事前学習 
教科書の pp.12～23を読み、理解できない箇

所を明らかにしておく。 

事後学習 
免疫とはどのような機能であるかを整理す

る。 

第２回 免疫に関与する臓器と細胞 
事前学習 

教科書の pp.24～27、36～41を読み、概要を

把握する。 

事後学習 リンパ組織と血液細胞についてまとめる。 

第３回 生体の防御機構と自然免疫 

事前学習 教科書の pp.20～23を読み、概要を把握する。 

事後学習 
生体の防御機構における免疫学的防御機構

の位置付け及び自然免疫についてまとめる。 

第４回 獲得（適応）免疫、体液性免疫と細胞性免疫の概要 

事前学習 
教科書の pp.52～53、58～61、104～105、30

～31を読み、概要を把握する。 

事後学習 
獲得免疫では免疫記憶が成立することを踏

まえて獲得免疫についてまとめる。 

  



 

 

 

第５回 抗原、抗原決定基と抗体 

事前学習 教科書の pp.32～35を読み、概要を把握する。 

事後学習 

抗原は生体にとって非自己であり、抗原決定

基は抗原上に存在する抗体を産生させ、でき

た抗体と結合する構造物の最小単位である

ことを理解し、抗原と抗体の関係についてま

とめる。 

第６回 抗体、免疫グロブリン（Ig） 

事前学習 教科書の pp.54～57を読み、概要を把握する。 

事後学習 
抗体と免疫グロブリンの関係についてまと

める。 

第７回 免疫グロブリンクラスと性状 

事前学習 教科書の pp.54～57を理解する。 

事後学習 

免疫グロブリンの H 鎖、L 鎖の抗原性を理解

する。免疫グロブリンの主な性状をまとめ

る。 

第８回 
抗原と抗体の反応、免疫複合体（IC）形成と補体の活性

化 

事前学習 

教科書の pp.30～31、132～135を読み、概要

を把握する。事前に配布するプリントを読み

概要を把握する 

事後学習 

抗原と抗体が結合すると IC が形成され、そ

れによって補体の古典的経路が活性化され

て抗原が傷害されることを理解する。 

第９回 補体、補体による細胞傷害作用、オプソニン 

事前学習 教科書の pp.90～95を読み、概要を把握する。 

事後学習 
補体成分、補体の活性化経路と補体の機能

（細胞傷害）について理解する。 

第１０回 
抗体によるウイルスの感染阻止と毒素の中和（無毒化）

の仕組、ワクチン、ウイルスの抗原変異 

事前学習 
教科書の pp.136～147を読み、概要を把握す

る。 

事後学習 

ウイルス及び毒素に対する中和抗体の作用

ならびに免疫が成立しないウイルスについ

て理解する。 

第１１回 サイトカイン、細胞性免疫と細胞傷害性サイトカイン 

事前学習 
教科書の pp.110～119、74～77を読み、概要

を把握する。 

事後学習 
サイトカインの性状と役割を簡潔にまとめ

る。 

第１２回 
アレルゲン、IgE抗体の産生及びⅠ型（即時型）アレル

ギー発現の機序 

事前学習 
教科書の pp.148～151を読み、概要を把握す

る。 

事後学習 I型アレルギーの発現機序をまとめる。 

第１３回 
花粉、食物及び昆虫毒に対するアレルギー、アナフィ

ラキシー、食物アナフィラキーへの緊急対応 

事前学習 
教科書の pp.156～161、164～165を読み、概

要を把握する。 

事後学習 

食物アレルゲンには共通抗原性が存在する

ことを理解する。食物アナフィラキーへの緊

急対応についてまとめる。 

第１４回 血液型と輸血の概要、臓器移植の概要 

事前学習 
配布資料及び教科書の pp.104～105、198～

203を読み、概要を把握する。 

事後学習 
血液型（ABO式、Rh式）と HLA型についてま

とめる。 

第１５回 がん細胞に対する免疫機構の概要、まとめ 

事前学習 
教科書の pp.210～213を読み、概要を把握す

る。 

事後学習 
免疫系のがん細胞発生監視と排除の仕組み

を簡潔にまとめる。 

期末試験 

 


